
新型コロナへの世界の企業・組織のアクション事例 と
社会に起こりつつある変化の読み解き

トリニティとご縁のあるみなさまへ

• このレポートは2020年４月３日（金）時点までの情報をもとに作成しています。

• すべての資料・画像の出典はURLを参照ください。

• 本資料の二次加工は禁止いたします。
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はじめに
みなさまへ

現在、新型コロナウイルス（COVID-19）が猛威を振るい、世界中に前例のない脅威と不安が広がっています。

日本でも、先週から急速に増え続ける感染者数の報告や、さまざまなデマを含む情報、経済的な見通しの暗さに囲まれ、

そして生活の面でも働き方の変化、遠隔地に住む近しい人々とのやり取りの制限など、何層にもの痛みが降りかかっています。

私たちトリニティは長くデザインコンサルティングとして働き、社会をわずかながらでも良くしたいという想いのもとで、

ビジネスを創造するためデザインを基盤とした幾つかのユニークなアクションーー例えば、世界の様々な場所でのエスノグラフィ調査や

デザインリサーチ、未来予測、人材開発、新ビジネス創造、ブランディングなどーーを、皆さまと共に進めてまいりました。

今この危機に際し、私たちもデザインの力を社会のために活かしたいと強く思っています。

そこで私たちは、まず最初の取り組みとして、皆さまのこれからの活動のいくらかの助けになればと思い、本レポートを作成しました。

世界で取り組みがにわかに開始された新型コロナへの対策事例をデスクサーチし、今、起こりつつある変化を「読み解き」したものです。

皆様もお感じの通り、決して対策に絶対的な正解はありません。

ですが、大きく変化する社会を前にした時、混乱が大きければ大きいほど、まずは情報を整理し、考えるための足場を整備することは、

歴史を振りかえっても、正しい一歩だといえると考えます。

未だ私たちは、新型コロナウイルス感染拡大の大きな影響下にあり、意識の変化をもたらされている渦中にいます。

この後に必要になるのは、変化した意識や生活、そして国や地域に対応するためのビジネスの創造

ーしかも、なるべく早くのー であろうかと思います。

情報は思考のための材料であり、それをどう「読み解く」かが最も大切なことです。

私たちが今回お届けするこのデスクリサーチもまた、皆様にとっての材料です。

皆様のこれからの思考やアイディア、これからを考える手立てへの参考資料として、ご活用いただけましたら嬉しく思います。
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https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/country_count.html

新型コロナウイルス（COVID-19）感染者数の推移 ※2020年4月１日作成（外務省）

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/country_count.html
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https://www.datacat.cc/covid/

縦軸：累積感染者数（対数目盛）
横軸：感染者数10名を原点として日数を示したもの

新型コロナウイルス（COVID-19）感染者数の推移 ※感染者数が10名に上った日を原点とする
※2020年4月２日作成

潜伏期間は 1-14 日（一般的には約５日）と長く、無症状の患者も見られる。
対策開始から増加の抑え込みまでに長期間の対策が必要となっている。

新型コロナウイルスの感染者数は指数関数的に増えていくという指摘もある。

https://www.datacat.cc/covid/
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新型コロナウイルス（COVID-19）影響予想報告抜粋

コロナワクチン、米J&J9月治験へ 早期実用化に曲折も https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57439
410R30C20A3000000/

米J&J、新型コロナのワクチン供給へ 21年初めにも https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57430
820Q0A330C2000000/?n_cid=SPTMG0022021年1月

2020年9月

東京五輪、来年7月の開幕を決定 IOC理事会 https://www.bbc.com/japanese/520935572021年7月

米・新型コロナ感染者数10万人突破の今
「７月までに推定8万1000人が死亡」研究報告

https://news.yahoo.co.jp/byline/iizukamakiko/
20200328-00170080/2020年7月

世界で40万人突破、新型コロナ感染者 病床不足も深刻 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57194
600V20C20A3000000/2020年3月

ニューヨーク州で病床が10万床、人工呼吸器が2万台不足2020年4月 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57194
600V20C20A3000000/

都立学校の休校措置、延長を決定 5月6日まで2020年5月 https://www.asahi.com/articles/ASN415W0SN4
1UTIL00S.html

一斉休校、仏が9月まで継続検討 イタリアも6月まで https://www.asahi.com/articles/ASN3S339JN3S
UHBI00L.html

新型コロナ感染拡大…6月のサッカーW杯予選2試合が延期決定
U―23日本代表の五輪壮行試合は中止に

2020年6月 https://www.asahi.com/articles/ASN415W0SN4
1UTIL00S.html

東京オリンピック延期 https://www.bbc.com/japanese/520935572020年8月

ドバイ万博、１年延期か １０月開幕予定、新型コロナで https://www.jiji.com/jc/article?k=202003300109
7&g=int2020年10月

現時点では長期にわたり影響が続く見込み。
生活スタイルは拡大の終息後も長く影響を受け続ける。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57439410R30C20A3000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57430820Q0A330C2000000/?n_cid=SPTMG002
https://www.bbc.com/japanese/52093557
https://news.yahoo.co.jp/byline/iizukamakiko/20200328-00170080/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57194600V20C20A3000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57194600V20C20A3000000/
https://www.asahi.com/articles/ASN415W0SN41UTIL00S.html
https://www.asahi.com/articles/ASN3S339JN3SUHBI00L.html
https://www.asahi.com/articles/ASN415W0SN41UTIL00S.html
https://www.bbc.com/japanese/52093557
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020033001097&g=int
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新型コロナウイルス（COVID-19）対策の原則

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#houshin

クラスターの発生を抑え、患者数を増やさないための行動変容が求められている。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#houshin
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ACTION

これから私たちにできることは何でしょうか？
取り組みの事例を集めました。
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企業や組織が新型コロナ対策として行っている22の事例

感染者数が爆発的に増大する中での医療現場を支援する取り組み
事例1: 大きく不足する人工呼吸器の生産にさまざまなメーカー、機関が協力
事例2: 動力を必要としない人工呼吸器の部品を３Ｄプリンターで製作途上国への展開を見据え
事例3: アイスホッケー用品メーカーが医療用シールドを生産設計仕様も公開
事例4: オープンソースのフェイスシールド
事例5: 輸送用コンテナを集中治療室（ICU）に変えるオープンソース設計
事例6: イベントテクノロジーを活かし、病院内での感染リスク区域を視覚化
事例7: 医療・救護従事者のために宿泊先の無料提供を呼びかけ

01
医療を支える

感染者数をこれ以上増やさないための取り組み
事例8: 海外からの帰国者の隔離にキャンピングカーを活用
事例9: スマート体温計による感染状況の追跡
事例10: マスクの有無、非接触体温計で入室条件をAIが認証
事例11: 感染者との接触の可能性を知らせるアプリ
事例12: 自社製品のウイルス除去方法を公開
事例13: 不足するマスクの供給状況を可視化するマスクマップ

02
感染の拡大を防ぐ

経済的な活動をストップさせないための取り組み
事例14: フードテイクアウトの「エアロック」制作データを公開
事例15: 屋外小型ロボットによる配達・掃除
事例16: イベントテクノロジーを活かし、手洗いを促進するインジゲーターを開発
事例17: マスクなしで通訳できるスマートフォン・タブレット向け遠隔手話通訳システム
事例18: 密閉空間の個別排気換気システム

03
くらし・経済を支える

事例19: ドライブインシアターを47都道府県で実施、最小限の接触で映画鑑賞
事例20: オンラインコンサートが音楽ファンとの絆をつなぐ
事例21: 臨時休校の家庭に子供の健康を支える食事支援
事例22: 医療従事者をねぎらい、自社チョコレートを贈る

様々なストレスが高まる中、ひとのきもちや文化を支える取り組み04
きもちに寄り添う
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医療を支える

感染者数が爆発的に増大する中での医療現場を支援する取り組み。
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Issue /
Solution

User

by

Design

URL

医療を支える取り組み事例

https://jp.techcrunch.com/2020/03/26/2020-03-25-tesla-ceo-elon-musk-
new-york-gigafactory-will-reopen-for-ventilator-production/

大きく不足する人工呼吸器の生産に

さまざまなメーカー、機関が協力

COVIDに密接に接する人々を保護する医療用シー
ルドを10万台生産。

需要をさらに支援するために、設計、材料、およ
び指示を含む製造仕様を公開。他企業にも参入を
を促した。

パンデミックの中でホッケーは中止になり、工場
の閉鎖の可能性に直面。
医療スタッフの防護用品が大きく不足。

複数社、複数機関

医療従事者

テスラ社、人工呼吸器製造のためNY州の工場を再開
https://jp.techcrunch.com/2020/03/26/2020-03-25-tesla-ceo-elon-musk-
new-york-gigafactory-will-reopen-for-ventilator-production/

フォード、3M、GEが新型コロナ用の人工呼吸器やフェイスシールド製造へ
https://jp.techcrunch.com/2020/03/25/2020-03-24-ford-and-3m-ge-and-
the-uaw-to-build-respirators-ventilators-and-faceshields-for-coronavirus-
fight/

GM、人工呼吸器の増産を支援
https://response.jp/article/2020/03/23/332865.html?from=tprt

新型コロナウイルス対策で「人工呼吸器を作るオープンソースのプロジェ
クト」をMITが始動
https://e-vent.mit.edu/

不足する呼吸バルブを３Dプリンタで制作
https://www.businessinsider.com/coronavirus-italian-hospital-3d-printed-
breathing-valves-covid-19-patients-2020-3

https://jp.techcrunch.com/2020/03/26/2020-03-25-tesla-ceo-elon-musk-new-york-gigafactory-will-reopen-for-ventilator-production/
https://jp.techcrunch.com/2020/03/26/2020-03-25-tesla-ceo-elon-musk-new-york-gigafactory-will-reopen-for-ventilator-production/
https://jp.techcrunch.com/2020/03/25/2020-03-24-ford-and-3m-ge-and-the-uaw-to-build-respirators-ventilators-and-faceshields-for-coronavirus-fight/
https://response.jp/article/2020/03/23/332865.html?from=tprt
https://e-vent.mit.edu/
https://www.businessinsider.com/coronavirus-italian-hospital-3d-printed-breathing-valves-covid-19-patients-2020-3
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医療を支える取り組み事例

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/report/t344/202003/564953.html

動力を必要としない人工呼吸器の部品を

３Ｄプリンターで製作

途上国への展開を見据え

電気を使わず動作する人工呼吸器の部品を開発。

３Ｄプリンターを使えば８時間前後で、樹脂製の
部品を作ることができる。製作に必要なデータの
無償提供を計画している。

ネットワークと３Dプリンターがあれば、世界の
どこでも生産することができる。

患者数が多すぎるため人工呼吸器が不足。
医療資源に乏しい途上国であれば状況はもっとひ
どくなる。

広島大ら
（日本）

重症患者

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/report/t344/202003/564953.html
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URL

医療を支える取り組み事例

https://www.bostonglobe.com/2020/03/25/sports/hockey-company-bauer-
joins-coronavirus-fight-by-producing-face-shields/

アイスホッケー用品メーカーが

医療用シールドを生産

設計仕様も公開

COVIDに密接に接する人々を保護する医療用シー
ルドを10万台生産。

需要をさらに支援するために、設計、材料、およ
び指示を含む製造仕様を公開。他企業にも参入を
を促した。

パンデミックの中でホッケーは中止になり、工場
の閉鎖の可能性に直面。
医療スタッフの防護用品が大きく不足。

BAUER
（カナダ ケベック州）

医療従事者

https://www.bauer.com/

https://www.bostonglobe.com/2020/03/25/sports/hockey-company-bauer-joins-coronavirus-fight-by-producing-face-shields/
https://www.bauer.com/
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医療を支える取り組み事例

https://jp.techcrunch.com/2020/03/28/nyu-makes-face-shield-design-for-
healthcare-workers-that-can-be-built-in-under-a-minute-available-to-all/

オープンソースの

フェイスシールド

透明なプラスチック2枚と、ゴムバンドで制作で
きる低コストのフェイスシールドの制作方法を公
開。

併せて必要な人と制作する人のマッチングも行っ
ている。

NYUのチームは製造能力を上げ、材料が製造パー
トナーに揃えば最大30万個を作る計画。

医療スタッフの防護用品が大きく不足。

ニューヨーク大学
（アメリカ）

医療従事者

https://open-face-website.now.sh/

https://jp.techcrunch.com/2020/03/28/nyu-makes-face-shield-design-for-healthcare-workers-that-can-be-built-in-under-a-minute-available-to-all/
https://open-face-website.now.sh/
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by

Design

URL

医療を支える取り組み事例

https://www.inexhibit.com/marker/cura-an-open-source-design-for-
emergency-covid-19-hospitals/

輸送用コンテナを

集中治療室（ICU）に変える

オープンソース設計

デザイナー、エンジニア、医療専門家、軍事専門
家の国際的なタスクフォースにより設計。
密閉コンテナひとつにつき、集中治療が必要なコ
ロナ感染患者ふたりをケアするためのあらゆる医
療機器が装備されている。

室内を陰圧にし、空気が漏れだすのを防ぐ。

イタリアのミラノで建設されている。

今後数か月以内に国際的にもっと多くのICUが必
要になると予想される。

Carlo Ratti氏、Italo Rota氏 [建築家]
（イタリア）

医療従事者

https://www.inexhibit.com/marker/cura-an-open-source-design-for-emergency-covid-19-hospitals/
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by

Design

URL

医療を支える取り組み事例

https://www.livedesignonline.com/briefing-room/pixmob-reinvents-itself-
support-efforts-combat-spread-covid19

イベントテクノロジーを活かし、

病院内での感染リスク区域を

視覚化

閉じ込めゾーンの内外を視覚的に表現するリスト
バンド。

ナースコールも兼ねる。

病院内での患者、スタッフ、必要なオブジェクト
との連携、および汚染されているゾーンの切り分
け。

PixMob
（カナダ モントリオール）

労働者

https://www.livedesignonline.com/briefing-room/pixmob-reinvents-itself-support-efforts-combat-spread-covid19
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医療を支える取り組み事例

https://www.airbnb.jp/resources/hosting-homes/a/want-to-house-covid-19-
responders-heres-how-164

医療・救護従事者のために

宿泊先の無料提供を呼びかけ

100,000人の医療従事者や医療救護活動従事者、
救急隊員が患者の近くに滞在でき、また家族と安
全な距離が保てる衛生的で便利な宿泊先提供を呼
びかけ。
加えてリスティング周辺への配慮のため、ホスト
とゲストのみなさまに守っていただく厳格なルー
ルを記載した清掃・安全ガイドラインを作成した。
またすべての手数料を免除。

世界で10万人を超える新型コロナウイルスに対応
する医療従事者、救護活動従事者、救急隊員らが、
地域を超えて活動するために、宿泊施設が必要。

Airbnb
（ニュージーランド）

海外からの帰国者

https://news.airbnb.com/free-places-to-stay-for-medics-
and-caregivers-fighting-coronavirus-in-
france/?_ga=2.142222704.338519089.1585805315-
1011081144.1585805315

https://www.airbnb.jp/resources/hosting-homes/a/want-to-house-covid-19-responders-heres-how-164
https://news.airbnb.com/free-places-to-stay-for-medics-and-caregivers-fighting-coronavirus-in-france/?_ga=2.142222704.338519089.1585805315-1011081144.1585805315
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感染の拡大を防ぐ

感染者数をこれ以上増やさないための取り組み事例。
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感染の拡大を防ぐ取り組み事例

https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/120662893/coronavirus
-overseas-returnees-to-selfisolate-in-wellington-holiday-park

海外からの帰国者の隔離に

キャンピングカーを活用

隔離のためにクライストチャーチの公園をにキャ
ンピングカーを待機。一時的な検疫施設として利
用している。

そのまま病院に向かうことも可能か。

海外からの帰国者が無症状の間に感染を拡大。
隔離が求められる。

保健省
（ニュージーランド）

海外からの帰国者

https://www.nzherald.co.nz/nz/news/ar
ticle.cfm?c_id=1&objectid=12320229

https://www.stuff.co.nz/national/health
/coronavirus/120662893/coronavirus-
overseas-returnees-to-selfisolate-in-
wellington-holiday-park

https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/120662893/coronavirus-overseas-returnees-to-selfisolate-in-wellington-holiday-park
https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12320229
https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/120662893/coronavirus-overseas-returnees-to-selfisolate-in-wellington-holiday-park
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感染の拡大を防ぐ取り組み事例

https://www.kinsahealth.co/

スマート体温計による

感染状況の追跡

米国には100万台を超えるKinsaスマート体温計が
普及していた。
ユーザには年齢や発熱状況に応じて個別のガイダ
ンスを行う機能を持つ。

インフルエンザの流行を予測するために、医療関
係者に情報を提供していた。

COVID-19ホットスポットを把握することで調査す
るべき/避けるべき地域を把握する。

実施された措置がうまく働いているかどうかの
ゲージ。

Kinsa
（米）

医療関係者、一般市民

https://www.kinsahealth.co/
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感染の拡大を防ぐ取り組み事例

https://chuplus.jp/paper/article/detail.php?comment_id=729808&commen
t_sub_id=0&category_id=268&from=local&category_list=268

マスクの有無、非接触体温計で

入室条件をAIが認証

1.5メートル先から体温を計測。
顔認証でマスク装着状況を判断し、ドアロックを
解除する。

マスク装着や、発熱の無いことを条件に、いくつ
かの地域ではイベントの開催も可能となっている
が、体温計測の検問が課題。

ダイワ
（日本）

企業

3/31 日経産業新聞

https://chuplus.jp/paper/article/detail.php?comment_id=729808&comment_sub_id=0&category_id=268&from=local&category_list=268
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感染の拡大を防ぐ取り組み事例

https://www.timesofisrael.com/by-voice-or-location-israeli-apps-can-
determine-your-risk-of-coronavirus/

感染者との

接触の可能性を知らせるアプリ

過去2週間以内にウイルスに感染した人物の2
メートル以内に10分以上いる人に警告。

エラーを起こす可能性も指摘されているが、 5か
国語に対応し、すでに100万人以上のユーザーが
ダウンロードしている。

感染の発生した場所をすべてリストアップして、
任意の場所にいた人に14日間の隔離を推奨してい
たが、診断された患者数が膨大となり個人でのリ
ストのチェックが難しくなった。

イスラエル保健省
（イスラエル）

一般市民

https://www.timesofisrael.com/by-voice-or-location-israeli-apps-can-determine-your-risk-of-coronavirus/
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感染の拡大を防ぐ取り組み事例

https://support.apple.com/ja-jp/HT204172

自社製品の

ウイルス除去方法を公開

新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大を受
け、アップルは「iPhoneのお手入れ」ページに
除菌方法を追加。アルコールタイプの除菌ウェッ
トティッシュでやさしく拭く方法を推奨している。

手指の触れることの多いスマートフォンはウイル
スの温床になる恐れがあるが、精密機械であるた
め、ユーザが自ら消毒するにはいくらかの不安が
ある。

apple

自社製品ユーザ

https://support.apple.com/ja-jp/HT204172
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感染の拡大を防ぐ取り組み事例

https://honichi.com/news/2020/03/16/taiwanrealtimemaskmap/

不足するマスクの

供給状況を可視化する

マスクマップ

マスクの在庫がリアルタイムで更新されるマスク
マップを開発。

マスクを求める人々が分散して購入できた。

マスクが不足し、購入制限を掛けた。
指定の薬局に人が殺到する恐れがあった。

中華民国行政院
（台湾）

一般市民

https://wenyo.github.io/maskmap/

https://mask.goodideas-studio.com/

https://honichi.com/news/2020/03/16/taiwanrealtimemaskmap/
https://wenyo.github.io/maskmap/
https://mask.goodideas-studio.com/
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次世代商品企画に向けた
Global Research Project <きざし検証>
～タイ編～

日立グローバルライフソリューションズ株式会社 御中

Proposal ver.2  2019.11.21
Trinity co. Ltd.  

くらし・経済を支える

経済的な活動をストップさせないための取り組み事例。
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くらし・経済を支える取り組み事例

https://www.creator.rest/covid19

フードテイクアウトの

「エアロック」

制作データを公開

外気がレストランに入らないように加圧されたミ
ニエアロックのテイクアウト窓。

一般的な金物店で入手可能な材料で設計されてお
り、いくつかの部品は３Dプリンタで制作される。

設計図および３Dプリンタ用のデータをGitHubで
公開。

レストランの従業員がは不特定多数の人々と接す
る必要があるが、ウイルス対策がなされていない。

食品店が営業を続けることは、経済的な面からも
社会の維持の面からも必要とされている。

Creator
米 カリフォルニア

レストラン/ テイクアウト

https://www.creator.rest/covid19
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くらし・経済を支える取り組み事例

https://nypost.com/2020/03/20/robopony-chinese-robot-maker-sees-
demand-surge-amid-virus/

屋外小型ロボットによる

配達・掃除

屋内外で使用できる小型の小型移動ロボットテク
ノロジー。

アプリで制御され、40キログラムを運ぶことが
でき、最大10キロ/時で移動できる。

ソーシャルディスタンスを保ちつつ活動を社会の
継続させるため、無人化。

北京市政府は、ZhenRoboticsを「流行防止の新技
術」の公式リストに含めた。

ZhenRobot
（中国 北京）

一般市民

http://www.zhenrobot.com/

https://nypost.com/2020/03/20/robopony-chinese-robot-maker-sees-demand-surge-amid-virus/
http://www.zhenrobot.com/
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くらし・経済を支える取り組み事例

https://www.safewatch.co/

イベントテクノロジーを活かし、

手洗いを促進する

インジゲーターを開発

手を洗った最後のタイミングから1時間経過する
と赤く光るリストバンド。
従業員の手洗いを促すリマインダーを開発。

パイロット版は食料品店、銀行、高齢者向けホー
ム、薬局、製造会社などに導入され、4/6には販
売が開始される。

住民に不可欠な仕事をする職場では、人々が危険
にさらされながら働き続けている。

職場での感染やウイルスの蔓延を抑止し
安全な労働環境の提供する。

PixMob
（カナダ モントリオール）

労働者

https://www.safewatch.co/
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くらし・経済を支える取り組み事例

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000018483.html

マスクなしで通訳できる

スマートフォン・タブレット向け

遠隔手話通訳システム

オンラインで手話通訳のサービスを開始。

通訳者と利用者の画像が表示されわかりやすく。
ホワイトボード機能を兼ね備える。

手話通訳者の感染を防止するため、マスク着用が
求められるようになったが、手話でのコミュニ
ケーションは手の動きだけではなく、表情や口の
形から得られる情報も重要。

ビーマップ
（日本）

聴覚障がいを持つ方

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000018483.html
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くらし・経済を支える取り組み事例

https://www.fastcompany.com/90474397/its-time-to-redesign-travel-for-the-
age-of-covid-19

密閉空間の

個別排気換気システム

個人ごとの足元に、病原菌をフィルタ処理できる
換気システムを設計。

モデル化された旅客機のキャビン内の空気分布を
もとに、熱的快適性を維持しながら、浮遊汚染物
質の移動を減らす換気システムを開発した。

できるだけ頻繁に空気を循環させ、できる限り新
鮮で濾過された空気を提供することで、再循環す
る病原菌を減らすことができる。

チンヤンチェン/パデュー大学
（米 インディアナ州）

飛行機やクルーズ船、バス、地下鉄
バスや映画館などの固定席がある場所

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132318301926?via%3Dihub

https://www.fastcompany.com/90474397/its-time-to-redesign-travel-for-the-age-of-covid-19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132318301926?via%3Dihub
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次世代商品企画に向けた
Global Research Project <きざし検証>
～タイ編～

日立グローバルライフソリューションズ株式会社 御中

Proposal ver.2  2019.11.21
Trinity co. Ltd.  

きもちに寄り添う

様々なストレスが高まる中、ひとのきもちや文化を支える取り組み。
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きもちに寄り添う取り組み事例

https://iflyer.tv/article/2020/04/01/drive-in-theater-japan-tour-2020/

ドライブインシアターを

47都道府県で実施、

最小限の接触で映画鑑賞

車に乗ったままで屋外を楽しめるイベントとして、
野外映画鑑賞を開催。
駐車場にスクリーンを設置し、お客さんは車の中
でカーステレオの FM 受信機を使って音声を受診。
車内で映画鑑賞が出来る。

映画館は、人との距離が近く、感染の不安を感じ
る。

OUTDOOR THEATER JAPAN
（日本）

一般市民

https://iflyer.tv/article/2020/04/01/drive-in-theater-japan-tour-2020/


-33-©Trinity Co. Ltd. 

Issue /
Solution

User

by

Design

URL

きもちに寄り添う取り組み事例

https://www.stageit.com/site/landing

オンラインコンサートが

音楽ファンとの絆をつなぐ

Stageitは10年以上前に設立されたライブスト
リーミングコンサートのプラットフォーム。

チケット代を払うこともでき、これまでは規模の
小さなコンサートによく活用されていた。

最小さまざまなイベントが中止になっている。

Stageit
（アメリカ カリフォルニア州）

一般市民

https://www.stageit.com/site/landing
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https://www.music-news.com/news/UK/129978/Victoria-Beckham-s-
favourite-chocolate-maker-ships-treats-to-coronavirus-victims-and-
healthcare-workers

臨時休校の家庭に

子供の健康を支える食事支援

満3～18歳の小学生・中学生・高校生を対象に、
3月9日から4月3日の期間に50万食を商品代金無
料で提供。

3月9日から、子育て中の家庭を対象にした「子
育て家族割」サービスの受付を開始。

臨時休校となり、自宅で過ごす子供たちの昼食が
課題。
現在の社会状況下では仕事や生活に混乱をきたし
ていることから、子どもだけではなく、子育て中
の親の食事も注文したいという声が多い。

ワタミ
（日本）

子供のいる家庭

http://www2.enekoshop.jp/shop/watami-osechi/

https://www.music-news.com/news/UK/129978/Victoria-Beckham-s-favourite-chocolate-maker-ships-treats-to-coronavirus-victims-and-healthcare-workers
http://www2.enekoshop.jp/shop/watami-osechi/
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https://www.music-news.com/news/UK/129978/Victoria-Beckham-s-
favourite-chocolate-maker-ships-treats-to-coronavirus-victims-and-
healthcare-workers

医療従事者をねぎらい、

自社チョコレートを贈る

大量の新しい在庫を無駄にする代わりに、ストレ
スの大きい仕事に従事する医療関係者にチョコ
レートを配布した。

パンデミックによってショップを閉鎖。

過酷な労働に従事する医療従事者に
大きなストレスがかかっている。

ピエールマルコリーニ
（イギリス）

医療従事者

https://twitter.com/pierremarcolini/stat
us/1240670623770312710

https://www.music-news.com/news/UK/129978/Victoria-Beckham-s-favourite-chocolate-maker-ships-treats-to-coronavirus-victims-and-healthcare-workers
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社会の変化の読み解き

新型コロナの影響で進んでいる変化＆再生
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トリニティが読み解いた新型コロナによる変容

CHANGES

リモートワーク/スタディが急増。ホームオフィス化が進み、自宅で空間の切り替えを求める。

外出を控え、家の中で休日を過ごすため巣ごもり消費が増加。“一緒に遊べる”体験へシフト。

ソーシャルディスタンスをキープする場・サービスが安心を担保。

シビックテックが自分ごと化と連帯を推進。強大な力を生み出す。

すれ違いと分断の溝が深まる。

コロナ鬱に対抗するためのメンタルケア/ヘルスケアが求められる。

タッチレスを支える無人化、ロボット、オンライン技術が広がる。

不足物資を短期間に製造するレジリアンスな製造ラインとして3Dプリンタに脚光。

世界同時不況。消費の変化が進む中、産業と労働スキルの再構築が求められる。

これまでいつも「ひと」を中心に考えてたトリニティが、
今、新型コロナの影響で起こっている変化を読み解きました。

今だけの変容なのか、これからも続く変容なのかは、正直なところまだ未知数です。
ですが、世界中で、多くの人々が「同時に経験した」ことです。

大なり小なり、今後につながる何かの芽生えがあるはずと、注視しています。

これから先がどうなっていくのか、みなさまといつかお話しし、より深く知りたいと思っています。



-38-©Trinity Co. Ltd. 

CHANGE 01

Slackの同時接続ユーザー数、
新型コロナの影響で2週間で250万人増

中国ではオンライン教育が爆発的に成長プレハブ建築への関心が高まっている
（Maziar Behrooz）

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2003/27/news064.html

https://bg.qianzhan.com/report/detail/300/200303-330b6019.htmlhttps://www.dwell.com/article/architects-say-coronavirus-covid-19-pandemic-will-
change-home-design-ee29c873

リモートワーク/スタディが急増。

ホームオフィス化が進み、

自宅で空間の切り替えを求める。

リモートワーク/スタディが急増。ホームオフィス化
が進み、仕事と生活が同じ場で行われるようになる。
これに伴い、プライベートでリラックスできる空間
と集中できる空間の確保が課題になっていく。

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2003/27/news064.html
https://bg.qianzhan.com/report/detail/300/200303-330b6019.html
https://www.dwell.com/article/architects-say-coronavirus-covid-19-pandemic-will-change-home-design-ee29c873
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CHANGE 02

Amazon、米国で10万人の追加雇用を発表。
新型コロナの影響で通販需要が急増

https://blog.aboutamazon.com/operations/amazon-opening-100000-new-roles

https://blog.aboutamazon.com/company-news/amazons-actions-to-
help-employees-communities-and-customers-affected-by-covid-19

# オンライン飲み会

https://yonasato.com/tag/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3
%E9%A3%B2%E3%81%BF%E4%BC%9A/

外出を控え、家の中で休日を過ごすため

巣ごもり消費が増加。

“一緒に遊べる”体験へシフト。

さまざまなイベントが中止になる中、人々は家のな
かでのたのしみを模索。コンサートや飲み会など、
外で友人と遊んでいた人々は、既存の巣ごもりコン
テンツではなく一緒に遊べることが必要になる。

ストリーミングコンテンツのアクセスが増大

https://techcrunch.com/2020/03/20/youtube-goes-sd-streaming-by-default-in-europe-
due-to-covid-19/

https://blog.aboutamazon.com/operations/amazon-opening-100000-new-roles
https://blog.aboutamazon.com/company-news/amazons-actions-to-help-employees-communities-and-customers-affected-by-covid-19
https://yonasato.com/tag/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E9%A3%B2%E3%81%BF%E4%BC%9A/
https://techcrunch.com/2020/03/20/youtube-goes-sd-streaming-by-default-in-europe-due-to-covid-19/
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CHANGE 03

スターバックス、席のレイアウトを変更

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3944238.html

アマゾンジャパン、玄関への置き配が初期設定に

https://www.amazon.co.jp/%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%85%8D/b?ie=UTF8&
node=6665180051

ソーシャルディスタンスを

キープする場・サービスが

安心を担保。

2メートルの距離を保つことが感染の拡大防止に有効
だとされている。これまで直接対面していたシーン
に工夫が始まっている。

高級レストランがドライブスルーを開始。
テイクアウトとデリバリーが中心の売り上げに。

http://seattlerefined.com/eat-drink/canlis-drive-thru

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3944238.html
https://www.amazon.co.jp/%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%85%8D/b?ie=UTF8&node=6665180051
http://seattlerefined.com/eat-drink/canlis-drive-thru
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CHANGE 04

学校給食フードロス対策
食べて応援学校給食キャンペーン

https://ad.umai-mon.com/kyushoku0326.html

国連からクリエイティブ産業に
公衆衛生コンテンツ作成の協力を呼びかけ

https://www.unic.or.jp/news_press/info/36915/

プレプリントとプラットフォームが科学者の協力を促進、
これまでにない量の知識を生み出す

https://www.sciencemag.org/news/2020/02/completely-new-culture-doing-
research-coronavirus-outbreak-changes-how-scientists

シビックテックが

自分ごと化と連帯を推進。

強大な力を生み出す。

市民自身が、テクノロジーを活用して、行政サービ
スの問題や社会課題を解決する取り組みであるシ
ビックテック。オープンデータ、SNS、クラウドファ
ウンディングなどの活用で大きな成果を上げつつあ
る。

https://ad.umai-mon.com/kyushoku0326.html
https://www.unic.or.jp/news_press/info/36915/
https://www.sciencemag.org/news/2020/02/completely-new-culture-doing-research-coronavirus-outbreak-changes-how-scientists
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CHANGE 05

フェイクニュースが混乱を引き起こす

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2003/10/news081.html

米でアジア系住民へ差別深刻

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200328/k10012355221000.html

都市封鎖が
家庭内暴力の増加をもたらすことが指摘される

https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-
domestic-violence

すれ違いと分断の

溝が深まる。

高まる不安の中、誰かのせいにしたい気持ちが深刻
な差別や排斥をもたらしている。
家庭内でも、同じ人と四六時中家で顔を合わせるこ
とで鬱屈した感情が暴発。“コロナ離婚“という言葉
も。

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2003/10/news081.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200328/k10012355221000.html
https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence
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CHANGE 06

「孫に会えない」高齢者、自粛にため息の春
施設は面会禁止1カ月

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/594419/

家の中で体を鍛える
ライブストリーミングワークアウト

https://torontolife.com/style/health-and-beauty/toronto-gyms-offering-
livestream-classes-for-house-bound-fitness-freaks/

リモートワーカーの20％が孤独に苦しんでいる

https://smallbiztrends.com/2020/02/remote-workers-are-lonely.html

コロナ鬱に対抗するための

メンタルケア/ヘルスケアが

求められる。

リモートワークでは人と話せないことがストレスに
なる人々も存在。解雇など、将来への不安に加え、
葬式や出産の立ち合いなど人生の大事なイベントも
制限され、メンタルに多大な影響を与えている。
特に高齢者の引きこもりは心身ともに悪影響が。

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/594419/
https://torontolife.com/style/health-and-beauty/toronto-gyms-offering-livestream-classes-for-house-bound-fitness-freaks/
https://smallbiztrends.com/2020/02/remote-workers-are-lonely.html
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タッチレスを支える

無人化、ロボット、

オンライン技術が広がる。

ウイルスに汚染された地域を自由に動き回るための
ロボティクス技術、接触を控えながらサービスを提
供するオンライン技術、人に触れない無人化技術、
輸送を減らす3Dプリンタ技術は今後のキーになる技
術。

Gojek、Halodocが遠隔医療サービス
「Check COVID-19」を開始

ナースロボットが隔離病棟で活躍（中国）

https://jp.wsj.com/articles/SB12122433963021313976604586294692019650746

ドローンに無人配送車…
新型コロナ拡大を防ぐ中国の「無人化技術」

https://news.yahoo.co.jp/byline/takizawayoriko/20200313-00167455/

https://www.motorplus-
online.com/read/252084628/keren-
waspada-corona-gojek-tambah-

layanan-kesehatan-pada-aplikasi-
dirumahaja?page=all

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/03/02a2f308adbae5f9.html

CHANGE 07

ロイター/アフロ

https://jp.wsj.com/articles/SB12122433963021313976604586294692019650746
https://news.yahoo.co.jp/byline/takizawayoriko/20200313-00167455/
https://www.motorplus-online.com/read/252084628/keren-waspada-corona-gojek-tambah-layanan-kesehatan-pada-aplikasi-dirumahaja?page=all
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/03/02a2f308adbae5f9.html
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不足物資を短期間に製造する

レジリアンスな製造ラインとして

3Dプリンタに脚光。

急激な感染の増大によって、予想外のペースで物資
が不足。そんな中、３Dデータを共有し、複数の離れ
た工房で同一形態を生産できる３Dプリンタが活躍。

3Dプリンターとシュノーケリングマスクで
人工呼吸器の試作に成功、伊ベンチャー

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/03/3dno.php

新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、
イグアスが3Dマスクを開発

https://www.i-guazu.co.jp/topics/2020/03/20200323-news.html

3D Systemsが人工呼吸器や認定フェイスマスクなどの
ビルドファイルを配布し、協力をサポート

https://www.3dsystems.com/covid-19-response

CHANGE 08

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/03/3dno.php
https://www.i-guazu.co.jp/topics/2020/03/20200323-news.html
https://www.3dsystems.com/covid-19-response
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世界同時不況。

消費の変化が進む中、産業と

労働スキルの再構築が求められる。

人が大勢集まること、外出が禁止され、これまでの
生活スタイルのための生産・消費は抑制の傾向に向
かう。新たな雇用を生む産業が求められ、また、そ
の雇用に適した人々の教育も必要になる。

世界経済の損失は最大3,470億ドル

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/03/a6a313b23e4fbd9a.html

アメリカの1～3月期GDP､コロナで半減の恐れも

https://toyokeizai.net/articles/-/338908

ドイツ経済対策、GDP比2割 7年ぶり新規国債18兆円

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57113150T20C20A3FF1000/

CHANGE 09

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/03/a6a313b23e4fbd9a.html
https://toyokeizai.net/articles/-/338908
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57113150T20C20A3FF1000/
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おわりに：TRINITY現状のご報告
TRINITYのワークメニューに関しまして

現在のワークメニューは新型コロナの影響を受け、下表の通りの対応状況となっております。

TRINITYではこれまでに多くの海外現地調査を実施しており、強力な現地パートナーとの協力体制を構築しております。

大きく変化する現地情報について、日本にいながら情報収集する方法の詳細につきましては、追ってご案内させていただく予定です。

ご興味がございましたらどうぞお問合せください。

分類 手法 対応状況

調査
（海外、国内とも）

デスクリサーチ 従来通り実施しております。海外情報は現地語でのデスクリサーチも承っております。

WEB調査 従来通り実施しております。

有識者調査（インタビュー） オンラインにて実施いたします。
海外での実施は現地パートナーと協力のうえで行います。

エスノグラフィ・訪問調査 訪問は休止中。オンラインプログラムを近日中にリリース予定です。

その他 お問合せください。

コンサルティング トレンドレポート報告 オンラインでのプレゼンテーションにて対応いたします。

新規事業開発
従来通り実施しておりますが、
ワークショップなどはオンラインにて対応いたします。ブランディング

コミュニケーション戦略

その他 お問合せください。

学び デザイン思考教育 オンラインにて対応いたします。

異分野融合勉強会 オンラインプログラムを近日中にリリース予定です。

その他 お問合せください。

お問合せ先

メール：info@trinitydesign.jp コンタクトフォーム：https://trinitydesign.jp/contact/

mailto:info@trinitydesign.jp
https://trinitydesign.jp/contact/
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本レポートの中には、既に皆さんがより深くご存知なこと、考えていらっしゃったことが多く含まれていることと思います。

しかし、現在の世界の動きを一瞬一同に集めて、今私達の周りで起こっていることを棚卸することにも意義があると信じて

このレポートを在宅のデザインリサーチチームで作成しました。

本来であるなら、このデスクリサーチと私たちの「読み解き」をベースに、皆さまと熱く「対話」したいと強く思っています。

それがままならない今、まずは皆さまにこのレポートをお届けするとともに、私たちも次の一歩を考えてまいります。

後記

デザインリサーチ Div.



トリニティ株式会社

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-29 NGA紀尾井町ビル6階
TEL:03(5211)5150 FAX:03(5211)1520 E-MAIL:info@trinitydesign.jp

※ 本資料は、一部機密事項を含んでいる為、無断での担当者以外への配布、外部
の企業や個人への配布・閲覧、及び二次使用は、固く禁止させていただきます。

※引用に関して問題がございましたらご連絡ください。

https://trinitydesign.jp/

https://trinitydesign.jp/
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